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■場 ■問 堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
松掌抄限定回数券販売　　　　　　　
■時 １２月５日松・６日掌・１２日松・１３日
掌・１９日松・２０日掌・２３日抄・２６日
松・２７日掌

■内 遊具無料券が２枚ついた回数券を販
売
わたがしの無料配布　　　　　　　　
■時 １２月１９日松・２０日掌午前１０時～午後
４時（雨天の場合２６日松・２７日掌に
順延）
　※無くなり次第終了。
■対 小学生以下
ビンゴ　ＤＥ　ＧＥＴ　　　　　　　
■時 １２月２３日抄午後１時　ビンゴカード
の配布獅正午
　※無くなり次第終了。
■内 ビンゴでお菓子が当たります
■対 小学生以下
■他 ビンゴカードは１人１枚のみで、代
行は禁止

堀内公園の催し

■場 ■問 歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
連続講座「南吉を語る③」　　　　　　
■時 １２月１９日松午後２時
■内 日本のアンデルセンを目指して－東
京外語時代―

■講 小野 敬  子 氏
けい こ

歴博講座「安城の歴史を歩く①」　　　
■時 １２月２６日松午後２時
■内 本證寺 伽  藍 を考える

が らん

映画会「戦国武将特集③」　　　　　　
■時 １２月２０日掌午前１０時・午後２時
■内 独眼竜政宗　出演獅中村錦之助ほか

歴史博物館の催し

■時 １２月２６日松午後１時３０分～３時３０分
■場 作野福祉センター
■対 市内在住の６０歳以上の人
■定 ３０人（先着順）
■￥ １０００円
■持 ビニール手袋
■申 費用を持って１２月８日昇午前９時か
ら作野福祉センター（緯〈７２〉７５７０）へ
　※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。

お正月の寄せ植えづくり

■場 ■問 同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更する場合があります。詳細はお問い合わせく
ださい。

入園パスポート付き講座「フラワー
アレンジメント」
■時 来年１月１４日昭・２８日昭、２月１１
日抄・２５日昭、３月１１日昭・２５日
昭午後１時３０分（全６回）

■講 山口 秋  子 氏
あき こ

■定 ３０人（先着順）
■￥ １万７０００円
■他 来年４月３０日晶までの入園パスポ
ート付き

■申 １２月５日松午前９時３０分から電話
で同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

入園パスポート付き講座「押し花」　
■時 来年１月７日昭・２８日昭、２月４
日昭・１８日昭、３月４日昭・１８日
昭午前１０時（全６回）

■内 押し花を使った額作りなど
■講 長谷川はる子氏
■定 ３０人（先着順）
■￥ ５０００円と材料費（新規５０００円、継
続は実費）

■他 来年４月３０日晶までの入園パスポ
ート付き

■申 １２月５日松午前９時３０分から電話
で同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

押し花講座「雪中のさざんか」　　　
■時 来年１月１５日晶午前１０時
■講 長谷川はる子氏
■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 １２月５日松午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

フォトマスターＥＸ写真講座　　　
■時 来年１月８日晶・２２日晶午前１０時
（全２回）

■講 鶴田 郁  夫 氏
いく お

■定 ２０人（先着順）
■￥ ２０００円
■申 １２月５日松午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

クッキーツリー教室　　　　　　　
■時 １２月１９日松～２５日晶

■定 各６０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハ
ウスへ

アートフラワー講座「南天」　　　　
■時 来年１月６日昌・２７日昌午前１０時
（全２回）

■講 青木 元  子 氏
もと こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ４０００円
■申 １２月５日松午前９時３０分から同ク
ラブハウスへ

寄せ植え講座「苔球（こけだま）作り
～土作りから～」
■時 来年１月８日晶午前１０時
■講  野  正  美  保  子 氏

の まさ み ほ こ

■定 ２０人（先着順）
■￥ ３５００円
■申 １２月５日松午前９時３０分より同ク
ラブハウスへ

お星様のデニッシュパン教室　　　
■時 １２月１９日松

～２５日晶

■定 各１４４人（先
着順）

■￥ ５００円
■申 当日午前９
時３０分から
同クラブハ
ウスへ

ガラス細工教室～作ろうトンボ玉＆
Ｘｍａｓグッズ～
■時 １２月２４日昭

午前１０時・
１１時３０分、
午後１時３０
分・３時

■定 各１５人（当
日先着順）

■￥ １０００円から

シルバーアクセサリー教室　　　　
■時 １２月２３日抄

午前１０時か
ら

■定 ５０人（当日
先着順）

■￥ １５００円から

ジェルキャンドル作り教室　　　　
■時 １２月１９日松・
２０日掌午前
１０時から

■定 各１００人（当
日先着順）

■￥ １２００円から
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■時 来年１月２７日昌、２月２４日昌、３月
２４日昌、４月２８日昌午前９時３０分～
１１時３０分（全４回）

■場 安祥閣
■対 箏を習い始め・覚えたての人
■定 １５人（先着順）
■￥ １回１０００円
■他 箏の貸し出しあり（要予約）
■申 １２月５日松午前９時から電話で安祥
閣（緯〈７４〉３３３３）へ

箏曲「さくら」を弾く会

■内 ■時 星はすばる獅６日掌・１３日掌午後
１時３０分・３時　ペルセウスの出生
とその後獅２０日掌午後１時３０分、２７
日掌午後１時３０分・３時　大みそか
スペシャル（全編生解説）獅２６日松午
後３時
　※毎松抄午後１時３０分・３時からの
投映でも生解説あり。

■場 ■問 文化センター（緯〈７６〉１５１５）

■時 １２月２０日掌午後３時
■場 文化センター
■内 ハンドベルで生演奏するクリスマス
ソングを交え、クリスマスにちなん
だ星の話

■講 浅田 英  夫 氏（天文研究家）
ひで お

■定 １５０人（先着順）
■￥ ５０円（中学生以下は無料）
■申 １２月５日松午前９時から整理券を文
化センター（緯〈７６〉１５１５）で配布

プラネタリウム冬
「クリスマススペシャル」

プラネタリウム
１２月の生解説

■時 期間・日時
■場 場所
■内 内容
■講 講師・指導
■対 対象・資格
■定 定員・募集人数

■￥ 費用・受講料など
■持 持ち物
■他 その他
■申 申し込み方法など
■問 問い合わせ先

なお、■対 どなたでも、■定 特になし、
■￥ 無料の場合は記載を省略していま
す。

■時 ■内 ■対 ■定 下表のとおり
　※定員を超えた場合は１２月１６日昌に
公開代理抽せん。定員に満たない場
合は、追加募集あり。

■￥ 親子水泳獅５６００円　その他獅５３００円
■申 １２月６日掌～１３日掌午前１０時～午後
７時３０分（捷を除く）に直接マーメイ
ドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ
　※電話申し込み不可。

定員対象とき講座名

２０組幼児とその親
（２人１組）

来年１月１０日掌～３月１４日掌の毎週掌
午後１時～１時５０分（全１０回）親子水泳

３０人幼児
（４歳以上）

来年１月６日昌～３月１０日昌の毎週昌
午後４時～４時５０分（全１０回）幼児スイミング

各３５人小学
１～３年生

来年１月１０日掌～３月１４日掌の毎週掌
午後２時～２時５０分（全１０回）掌

児童
スイミング 来年１月８日晶～３月１９日晶の毎週晶（２月

１２日を除く）午後４時～４時５０分（全１０回）晶

各３０人１８歳以上の
女性

来年１月５日昇～３月１６日昇の毎週昇（１月
１２日を除く）午後１時～１時５０分（全１０回）昇

ゆったり
スイム 来年１月７日昭～３月１８日昭の毎週昭（２月

１１日を除く）午後１時～１時５０分（全１０回）昭

来年１月５日昇～３月１６日昇の毎週昇（１月
１２日を除く）午前１１時～１１時５０分（全１０回）アクアビクス

マーメイドパレスの水泳教室

■￥ 施設使用料
■他 託児あり（生後６か月～未就園児、
先着各１０人）

■申 １２月５日松午前１０時からマーメイド
パレス（緯〈９２〉７３５１）へ
水中運動体験会　　　　　　　　　　
■時 １２月９日昌午前１１時～正午
■対 １８歳以上の人
■定 ２０人（先着順）
初級水泳「クロールから始めましょう」
■時 １２月９日昌午前１１時～正午
■対 １８歳以上の人
■定 ２０人（先着順）
アクアビクス　　　　　　　　　　　
■時 １２月１６日昌午前１１時～正午
■対 １８歳以上の人
■定 ４０人（先着順）
日本舞踊フィットネス「ＮＯＳＳ」　　
■時 １２月１８日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■対 １８歳以上の人
■定 ２０人（先着順）
アクア３０　　　　　　　　　　　　　
■時 １２月２６日松午後１時～１時３０分
■対 １８歳以上の男性
■定 ２０人（先着順）

マーメイドパレスの講座

■時 １２月２０日掌午前１０時
　※無くなり次第終了。
■対 当日プールを利用した中学生以下
■場 ■問 マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

クリスマスプレゼント
「お菓子のつかみどり」

■時 来年１月８日晶・２２日晶、２月１２日
晶・２６日晶、３月１２日晶・２６日晶午
前１０時～正午（全６回）

■場 桜井福祉センター
■講 伊藤 真  司 氏

しん じ

■対 市内在住の６０歳以上の人・障害者
■定 ４０人（先着順）
■￥ １０００円（「愛唱名歌」の楽譜を持って
いない人のみ）

■申 費用を持って１２月９日昌午前９時か
ら桜井福祉センター（緯〈９９〉７３６５）へ
※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。

合唱講座「愛唱名歌を歌おう」

■時 １２月１３日掌午前
９時～正午

■場 リサイクルプラ
ザ

■問 清掃事業所（緯

〈７６〉３０５３）、当日
の問い合わせ
（緯０９０〈９８９２〉
２９３３）

今月の再生家具等入札販売

■時 １２月２６日松午前９時
■場 碧海信用金庫本店前
■内 地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イス

■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

今月のまちなか産直市
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　安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤の人はどの会場でも受講可能。
■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（緯

〈６３〉０１３５）
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 ■場 １２月１３日掌午前９時～
正午獅安城消防署（緯〈７５〉
２４９４）、１２月２０日掌午前９
時～正午獅碧南消防署
（緯〈４１〉２６２５）
■内 心肺 蘇  生 法（気道確保、人工呼吸、

そ せい

胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法
など

■定 各２０人（先着順）
■申 １２月５日松午前９時から各署へ
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 １２月１９日松午前９時～１１時
■場 知立消防署
■対 小児・乳児の心肺蘇生法、ひきつけ、
のどに異物が詰まった時の処置

■定 ２０人（先着順）
■申 １２月５日松午前９時から同署（緯〈８１〉
４１４４）へ

■時 ■場 下表のとおり

■￥ ４７００円（愛知県証紙により納付）
■申 来年１月８日晶～１４日昭に所定の封
筒で郵送
　※受講申請書などは１２月１１日晶から
各消防署、県民生活プラザで配布。

■問 鋤愛知県危険物安全協会連合会（緯

０５２〈９６１〉６６２３）、衣浦東部広域連合消
防局予防課（緯〈６３〉０１３７）

講習種別
会場講習日

一般特定給油

午前午後

ウィル
あいち

来年
２月２日昇

午後午前　　３日昌

午前午後　　４日昭

午後午前　　５日晶

午後　　９日昇

午前
午後　　１０日昌

給油＝給油取扱所　特定＝特定事業所

危険物取扱者保安講習会 救命講習会

■時 来年１月１２日昇・２６日昇、２月９日
昇・２３日昇、３月９日昇・２３日昇午
後１時３０分～３時３０分（全６回）

■場 中部福祉センター
■対 市内在住の６０歳以上の人
■定 １２人（先着順）
■￥ ２５００円
■申 １２月１０日昭午前９時から中部福祉セ
ンター（緯〈７６〉００９０）へ
　※受け付け開始時に定員を超えた場
合は抽せん。

はじめてのちぎり絵

■時 １２月１３日掌、来年
１月１７日掌、２月
２１日掌、３月１４日
掌、４月１８日掌午
後１時３０分

■場 秋葉いこいの広場・
秋葉公園など

■内 フィールドワークを中心とした市内
公園の樹木調査・発表会

■対 市内在住・在勤の高校生以上で、５
回すべてに参加できる人

■定 ２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■申 １２月１日昇～８日昇午前９時～午後
６時（掌捷を除く）に住所・氏名・電
話番号を電話・ファクス・Ｅメール
でエコネットあんじょう事務局（緯・
胃〈７７〉０７０１）／info@econetanjo.
　org）へ

■時 １２月７日捷午後３時～４時３０分
■場 ＪＡあいち中央総合センター生活館
■内 演題獅リンゴが教えてくれたこと
■講 木村 秋  則 氏（自然栽培実践農業家）

あき のり

■定 ３００人（当日先着順）
■問 農務課（緯〈７１〉２２３３）

自然の恵み・地産地消講演会

■時 １２月２０日掌午前１０時～午後１時
■場 文化センター
■内 献立獅パエリア、ミートローフ、ク
リスマスケーキ

■講 杉浦ひろ子氏（環境アドバイザー）
■定 ３０人（定員を超えた場合は抽せん）
■￥ １０００円（変更の場合あり）
■申 １２月１日昇～１１日晶午前９時～午後
６時（掌捷を除く）に住所・氏名・電
話番号を電話・ファクス・Ｅメール
で環境アドバイザー事務局（緯・胃

〈７７〉０７０１）／info@econetanjo.or
　g）へ

ゴツムリくんの
エコｄｅクリスマス料理教室

樹木調査会
「公園の木を調べよう」

■時 １２月１９日松午後６時３０分～８時
■場 昭林公民館
■内 曲目獅雪の降る町を（中田喜直）、ペ
チカ（山田耕筰）、トロイカ（ロシア民
謡）　出演獅鈴木 俊  也 （テノール）、長

とし や

縄 広  紀 （ギター）、磯貝 直  子 （ピアノ）
ひろ き なお こ

■定 １５９人
■他 未就学児の入場はご遠慮ください
■申 １２月５日松午前９時から整理券を昭
林公民館（緯〈７７〉６６８８）で配布

昭林コンサート

■時 １２月２０日掌午前１１
時・午後２時

■内 出演獅黒野 宏  通 
ひろ みち

■￥ 入苑料１００円（中学
生以下は無料）

■場 ■問 丈山苑（緯〈９２〉
７７８０）

オカリナコンサート

■問 衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）

　９月３０日現在の平成２１年度予算執行状況をお知らせします。

広域連合所有財産

（土地）　  ２８５．９８釈

（建物）２０，０７４．６０釈

単位：千円■歳出
執行率（％）構成比（％）支出済額予算現額科目
３１．６０．０６７９２，１５０議会費
４６．９５．３１１１，０８２２３７，０６４総務費
４１．７９４．２１，９６４，０８０４，７０６，９４７消防費
４８．９０．５９，８５６２０，１３９公債費
０．００．００２０，０００予備費
４１．８１００．０２，０８５，６９７４，９８６，３００計

広域連合債の現在高（消防債）
単位：千円
構成比（％）現在高区分
４３．４４９，０８６安城市分市別
３．７４，１７２碧南市分
３７．６４２，４３０刈谷市分
０．００知立市分
１５．３１７，２８４高浜市分
１００．０１１２，９７２計

７５．６８５，４４９県都市職員
共済組合

借入
先別

１．２１，３３０
地方公務員
共済組合
連合会

２３．２２６，１９３信用金庫
など

１００．０１１２，９７２計

平成２１年度一般会計予算執行状況
単位：千円■歳入
収入率（％）構成比（％）収入済額予算現額科目

４６．６９４．６２，２４６，５６１４,８２３，９０７分担金及
び負担金

４９．００．２５，１４８１０，５１０使用料及
び手数料

０．００．００２２，２５０国庫支出金
０．００．００１財産収入
０．００．００１寄附金
１００．０５．０１１７，４４１１１７，４４１繰越金
４４．２０．２５，３８５１２，１９０諸収入
４７．６１００．０２，３７４，５３５４，９８６，３００計

■時 来年１月１７日掌午後１時
■場 安城コロナワールド
■対 市内在住ひとり親家庭の子とその親
■定 ３０人（先着順）
■￥ １０００円
■申 １２月６日掌～２０日掌に参加者の住所・
氏名・年齢・電話番号をファクスで
母子福祉会成島清美さん（緯・胃〈９９〉
６５５４）へ
　※６日午前８時～正午のみ電話受付可。
■問 社会福祉課（緯〈７１〉２２２４）

ひとり親家庭
「おやこボウリング大会」
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　本紙１０月１日・１１月１日号掲載の子
育て応援特別手当（平成１５年４月２日
～平成１８年４月１日生まれの子に、一
人あたり３万６０００円を支給）について、
国の予算見直しにより、執行が停止さ
れました。関係のみなさんに深くお詫
びします。
■問 子ども課（緯〈７１〉２２２７）

子育て応援特別手当
（平成２１年度版）の執行停止

　保管期限が過ぎた
放置自転車の中から、
再利用できる自転車
を整備点検し、「安城
市放置自転車リサイ

クル事業取扱店」で販売します。
■時 １２月２０日掌から
　※各店１・２台の販売です。
■問 維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

所在地電話取り扱い店
別郷町〈７６〉８７０３山本自転車店
明治本町〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会
御幸本町〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤
安城町〈７２〉１７７６サイクルアシストオオバ
高棚町〈９２〉０９３１神谷自転車モータース
古井町〈７５〉２３７５稲垣サイクル
和泉町〈９２〉００６６神本商会
和泉町〈９２〉０２７０兵藤モータース

■内 障害福祉に関
するサービス
や助成制度な
どを紹介した
ガイドブック

■対 障害者手帳を
持っている人

■持 障害者手帳
■他 市役所へ来ることのできない人は代
理の人でも可。無くなり次第終了。

■問 障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）

平成２１年度福祉ガイドブッ
クを配布しています

　電話音声・ファクスによるタックス
アンサー（よくある税の質問と回答を
提供するサービス）は、１１月３０日で終
了しました。インターネットによるサ
ービスは引き続き提供します。
■問 刈谷税務署（緯〈２１〉６２１１）、市民税課
（緯〈７１〉２２１４）

刈谷税務署のお知らせ

■申 １２月８日昇午前９時から電話で市子
育て支援センター（緯〈７３〉６３３６）へ

■他 １人１講習まで
親子遊び講習会　　　　　　　　　　
■時 来年１月６日昌午前１０時～１１時３０分
■場 中部公民館
■内 親子で楽しむわらべ歌遊び
■講  楫  野  加  津  子 氏（日本コーダイ協会）

かじ の か づ こ

■対 乳幼児とその保護者
■定 ４０組（先着順）
子育て何でも相談広場　　　　　　　
■時 来年１月１８日捷午前１０時～１１時３０分
■場 錦保育園
■内 歯・口の中の健康
■対 乳幼児とその保護者
■定 １５組（先着順）

子育て支援センター講習会

■時 １２月９日昌～２５日晶

■内 正絹丹後ちりめん生地に京友禅の技
法を用い、エジプト古代文字をモチ
ーフに制作した着物やタペストリー
作品の展示。即売会も開催。

■場 ■問 デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
ワークショップ「古代文字“ヒエログリ
フ”を書いてみよう」
■時 １２月１１日晶～１３日掌・１８日晶～２０日
掌・２５日晶午前１１時から

■定 各１０人（当日先着順）
■￥ ５００円

デンパーク展示会「京都染
色作家・天白松嵐作品展」

■時 来年１月１７日掌・２４日掌・３１日掌午
前１０時～正午（全３回）

■場 市民会館
■内 ■講 １７日獅外国人児童生徒の現状と課
題／松本 一  子 氏（愛知淑徳大学・愛

かず こ

知教育大学非常勤講師）　２４日獅子
どもへの日本語指導の方法と留意点
／岡田 安  代 氏（愛知教育大学外国人

やす よ

児童生徒支援リソースルームアドバ
イザー）　３１日獅地域にある子ども
のための日本語教室の事例報告／ 加 

か

 島  智  佳  子 氏（グループレフォルソ代
しま ち か こ

表）、井村 美  穂 氏（特定非営利活動法
み ほ

人子どもの国理事長）
■対 外国人の子どもの日本語教室に携わ
っている、またはその希望者で、３
回すべてに参加できる人

■定 ４０人（先着順）
■申 １２月４日晶～来年１月８日晶に住所・
氏名（ふりがな）・性別・年齢・電話
番号・日本語ボランティア経験の有
無（有の場合はその対象や経験年数）
を電話・ファクス・Ｅメールで市民
活動課（緯〈７１〉２２１８／胃〈７２〉３７４１／
Ｅメールkatsudo@city.anjo.aich
i.jp）へ

■時 来年１月１３日昌午前９時３０分～午後
１時

■場 市保健センター
■内 栄養バランスのとれた食事、貧血予
防食を学ぶ講義と調理実習

■対 妊娠中（出産予定月来年３月～７月）
の人　※家族の参加も可。

■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■申 １２月７日捷～来年１月６日昌午前８
時３０分～午後５時１５分（松掌抄、１２
月２９日～来年１月３日を除く）に市
保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

マタニティクッキング

外国人の子どものための
日本語ボランティア養成講座
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■時 期間・日時
■場 場所
■内 内容
■講 講師・指導
■対 対象・資格
■定 定員・募集人数

■￥ 費用・受講料など
■持 持ち物
■他 その他
■申 申し込み方法など
■問 問い合わせ先

なお、■対 どなたでも、■定 特になし、
■￥ 無料の場合は記載を省略していま
す。

■時 １２月２３日抄午後５時～９時
■場 久沓公園、芸術文化ホール、鶴見町
交差点、キネマ通り、市役所東駐車
場など

■内 イベントや出店のほか、イルミネー
ションが街を飾ります。

■他 名鉄北新川駅下車徒歩約５分
■問 碧南市役所地域協働課（緯〈４１〉３３１１）
イルミネーション　　　　　　　　　
■時 １２月１日昇～２７日掌午後５時～１１時
■場 芸術文化ホール～碧南市民図書館
（けやき並木約１５０杓）

きらきらウオーク 碧
南

　市の体育施設を
利用して、来年度
のスポーツ競技大
会を予定している
団体の利用申請を
受け付けます。
■対 １００人以上の参
加者を対象としたスポーツ競技大会
（市内団体を優先）

■申 １２月８日昇～２７日掌午前９時～午後
５時（捷を除く）に申込用紙を記入し
市体育館（緯〈７５〉３５３５）へ
　※申込用紙は同館で配布。

　建物の新築・増築・取り壊しをした
ときは、電話連絡をしてください。年
内に取り壊した場合は、翌年度の固定
資産税は課税されません。また、新築・
増築をした場合は、固定資産税額の基
となる評価額を決めるため、市職員が
家屋を調査します。
■問 資産税課（緯〈７１〉２２１５）

家屋を取り壊した場合は
連絡を

体育施設の年間利用計画
申し込み

　メッセージは、成人式当日会場に掲
示します。
■申 １２月２７日掌までに応募用紙に町名・
氏名（匿名可）・メッセージを書いて、
持参・郵送・Ｅメールで青少年の家
（〒４４６－００６１新田町池田上１／緯

〈７６〉３４３２／seishounen@city.anj
　o.aichi.jp）へ　※応募用紙は青少年
の家・各公民館で配布。提出された
用紙は返却しません。

■対 次の①～⑤に該当する団体・企業　
①市民にスポーツの機会・場所を提
供している　②市民のスポーツ活動
に協力している　③提供・協力を業
務のひとつにしていない　④提供・
協力に会場使用料・電気代以外に代
金を受けていない　⑤提供・協力を
宣伝のためだけにやっていない　　
※他薦も可。

■他 本紙で紹介する場合あり
■申 １２月１日昇～来年１月８日晶（休館
日を除く）に紹介文と紹介者の氏名・
住所・連絡先を記入し、持参・郵送・
ファクス・Ｅメールで市体育館（〒
４４６－００６１新田町新定山４１－８／緯

〈７５〉３５３５／胃〈７７〉９２９３／anjotaik
　@katch.ne.jp）へ
　※募集条件に沿わない不適切な宣伝・
広告などは不可。

スポーツをささえる団体

平成２２年新成人への
激励メッセージ

■申 １２月７日捷～１１日晶午前９時～午後５時に直接建築課（緯〈７１〉２２４０）へ
■他 抽せんで入居者を決定します。申込案内書は同課で配布。事前に入居資格
に該当することを確認し、申し込みください。

家賃（月額）間取り建設年度部屋番号住宅名
２万６０００円～５万１１００円

３ＤＫ
平成７年

３０４
 前  山 （堀内町）
まえ やま

２万６０００円～５万１１００円４０５
２万６４００円～５万１９００円平成８年３０７ 吹  付 （上条町）

ふき つけ

２万６００円～４万５００円２ＤＫ平成１１年Ｂ－１０４ 寒  風  根 （榎前町）
さ ぶ ね

※寒風根のみ、単身での申し込み可。
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申し込みや問い合わせは、日本語
でお願いします。

※ Inscrições e informações somente 
em japonês

※ Applications and inquiries will be 
in Japanese. 


